
第６回　部会資料１

福祉保健部会における主な意見の整理

No.
修正
箇所

委員意見(修正文案) 理由等 審議結果 事務局意見（修正文案等） 理由等 委員氏名 関係部署名

Ⅰ （１） 健康・長寿おきなわの推進

1
36頁
11行

特に、次世代を担う若者に、世界に
誇れる沖縄の食文化及び「医食同
源」に基づく長寿を支えた健康的な
食生活について、学校教育等での
取り入組みを推進します。

沖縄県の全国一肥満の現状をみる
に、幼・小・中・高と若い時期からの
食に関する健康教育の必要性を痛
感しています。食べ物、食べ方が体
の健康を作るという庶民に根付いた
「医食同源」の考えかたを、幼い頃
から系統的、継続的に学ぶことが必
要と考えます。この内容は、学術文
化・人づくり部会及び教育庁とも関
連すると思います。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

新垣　慶子
健康増進課

教育庁

2
36頁
11行

特に、次世代を担う若者に、世界に
誇れる沖縄独特の食文化の継承や
長寿をもたらす健康的な食を通じた
コミュニケーションの強化など、豊か
な人間形成への取り組みを推進しま
す。

「次世代を担う若者の健康づくりを強
く推し進めたい」を強調したく文書と
して取り入れていただきたい。
前回提案した、「医食同源」は、人に
よって異なる解釈になる可能性があ
るとの意見が多く、省きました。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

新垣　慶子 健康増進課

3
36頁
25行

スポーツアイランドに、スポーツ医療
の記述が少ない気がします。３７頁
の１行目「･･･指導者」の後に「並び
にスポーツ医学指導者」をいれては
いかがでしょうか。

スポーツアイランドの形成を目指す
なら、医療面での取り組みを追記す
る必要があるのではないか。

事務局からの申し出のとおり、
修正文案を検討してもらう。

ご意見の趣旨を踏まえ、36頁下から
2行目以降を次のとおり修正したい。
「このため、生涯スポーツ･競技ス
ポーツの振興については、スポー
ツ・レクリエーションイベントの開催
や総合型地域スポーツクラブの創
設・育成の促進により、生涯スポー
ツ社会づくりを推進するほか、小学
生から社会人までの一貫した指導体
制の充実や競技力向上を図るなど、
国内外において活躍するトップアス
リートを育成するとともに、スポーツ
指導者の養成・確保並びにスポー
ツ医・科学サポートに取り組みま
す。」

指導者の養成・確保はスポーツの振
興に欠かせないものであり、生涯ス
ポーツ、競技スポーツともに指導者
を養成・確保するとともに、特に競技
スポーツについてはスポーツ医･科
学分野のドクターやトレーナーが大
きな役割を果たすため、両者を含め
た「スポーツ医･科学サポート」を追
加した。 小渡　敬

文化観光ス
ポーツ部

4
37頁
4～7行

また、スポーツコンベンションについ
ては、・・・イベント活動を誘致し交流
活動を実施します。

ここでは健康・長寿おきなわの推進
テーマなのでP６５の（６）沖縄の魅力
や優位性を生かした新たな産業の
創出で記載した方が良いと思うが、
文章の流れから必要であれば左記
の表現はどうか。

「交流」を盛り込む必要がある、
という委員意見の主旨を踏まえ
て、修正文案を検討してもらう。

諮問案どおりとしたい。 各種スポーツキャンプやイベントは
県民がスポーツに触れる機会と捉
え、「観るスポーツ」として位置づけ
ており、誘致活動を主に事業を展開
していき、キャンプやイベントの中で
交流が図られると認識している。

金城　努
文化観光ス
ポーツ部
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5
37頁
6行

・・・伝統文化といえる空手などの沖
縄独特のオリジナリティーを十分に
活かした新たなスポーツビジネスの
創出・拡大・・・

スポーツコンベンションにおいては、
他地域にはない魅力的な「It（それ）」
が必要であると感じる。空手などの
沖縄発祥スポーツを活かすことを文
言に加えてもよいと感じたので。

「空手など・・・」を追記すると限
定的になってしまう。
(諮問案のとおりとする)

諮問案どおりとしたい。 空手については「沖縄観光ブランド
の確立」（55頁）、「沖縄のソフトパ
ワーを活用した新事業・新産業の創
出」（66頁）、「沖縄型創造産業（文化
産業）の振興」（133頁）にも記載され
ており、スポーツ分野で限定的な表
現を避けたい。

大崎　正和
文化観光ス
ポーツ部

6

31
ちゃー
がん
じゅうプ
ロジェ
クト

沖縄の食が支える健康づくり
⑤子供の食育推進【再掲】
栄養教諭を中核とした研修会の開
催等を通して、学校等における食育
を推進する。

新たな計画の基本的考え方（案）の
９１ページのイ　豊な心とたくましい
からだをはぐくむ教育の推進の１３
行目～１６行に「子どもたちの安全で
健康的な生活を実践する力を育む
ため、学校・家庭・専門家などと連携
し、～栄養教諭を中核とした食育の
推進など、安全～」の文章と合わせ
るため

事務局からの申し出のとおり、
修正文案を検討してもらう。

ご意見の趣旨を踏まえて以下のとお
り修正したい。
　「栄養教諭等を中核として学校等
における食育を推進する。また、研
修会の開催等を通して資質向上を
図る。」

部会審議結果のとおり。

新垣　慶子
健康増進課

教育庁

（２） 子育てセーフティネットの充実

7
38頁
10行

また、ファミリー・サポート・センター
の未設置市町村に対して設置を促
進するとともに、地域事情に明るい
地域サポーター人材の発掘・育成を
行う。

イレモノがあっても、内容がなければ
どうにもならない。人材の育成が必
要。また、地方自治体の既存人材の
中にもサポーター人材となり得る者
が居る可能性が高いこと、そして既
存人材の活用により、新規育成より
もコストがかからないことから、「発
掘」という文言を育成の先に付け加
えた。

事務局からの申し出のとおり、
関係部局と調整し修正文案を検
討してもらう。

下記のとおり修正したい。38頁2行目
からの段落。
「また、地域における子育て・・・児童
館や放課後児童クラブの設置促進
等を図ります。あわせて、市町村、
民生委員、ＮＰＯ、各種民間団体等
との連携を図り、地域ぐるみでの子
育て支援体制の充実を図るととも
に、適切な支援、サービスを提供す
るために必要な保育士の確保・離職
防止対策と資質の向上に取り組み
ます。」

委員提出文案及び理由等の趣旨を
踏まえ、
地域における子育てを記述している
段落に追記した。

大崎　正和

青少年・児
童家庭課

商工労働部

8
38頁
５行

また、・・・待機児童解消に向けて、
保育所整備や認可外保育施設への
支援並びに認可化等を促進します。
さらに、多様なニーズ育児相談など
の地域子育て支援、多様な保育
サービスの充実、児童の健全育成
のための児童館や放課後児童クラ
ブの設置促進等を図るとともに、適
切な支援、サービスを提供するため
に必要な保育士の養成・離職防止
対策等と質の向上に取り組みます。

待機児童は増加傾向にあり保育士
の離職防止対策だけでは解消は困
難であり、かつ沖縄県の合計特殊出
生率の増、専門性や多様なニーズ
に対応するには保育士の養成・確保
と質の向上が必要である。

「養成」を「確保」に改めて、修正
文案のとおり部会意見として提
案していく。

委員意見を踏まえ、38頁3行目を次
のとおり修正したい
「さらに、多様なニーズに対応した育
児相談などの地域子育て支援、保
育サービスの充実、児童の健全育
成のための児童館や放課後児童ク
ラブの設置促進等を図るとともに、
適切な支援、サービスを提供するた
めに、必要な保育士の確保・離職防
止対策と資質の向上に取り組みま
す。」

「養成」→「確保」、「質の向上」→「資
質の向上」以外は、提案のとおり。

金城　努
青少年・児
童家庭課
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9
38頁

22行以
降

・・・予防教育等の充実を図り、父兄
等保護者に対する親御教育の啓蒙
も行い、非行少年を生まない社会づ
くりを推進します。

非行を生む原因である重要な要素
である「家庭環境」、「親」の記述が
まったくない。　「家習いは他倣い(イ
エーナレーヤ、フカナレー)」の格言
が示すとおり、いくら学校や地域が
がんばっても、家に帰ってそれらが
無に解す状況になってしまったら意
味がない。　　成人である親にたいし
ての「親御教育」が非常に困難、反
発なのはわかるが、文言中に皆無と
いうのもいただけない。　　悩んだ
末、私は「啓蒙」という文言を入れる
ことはせめて出来ないかと考えた次
第である。　本心としては「親の教
育」とはっきり書きたいところである
が…。

事務局からの申し出のとおり、
関係部局と調整し修正文案を検
討してもらう。

諮問案どおりとしたい。 　家庭教育については、98頁イ「家
庭・地域の教育機能の充実」の記述
にその趣旨が盛り込まれておりま
す。
　その中で、家庭教育を支援する
チームの設置や相談員の資質向
上、家庭教育支援講演会、また地域
として家庭を支援していくため地域
教育力を高めていくための取組を行
い、青少年の健全育成を推進してま
いります。

大崎　正和

青少年・児
童家庭課

教育庁

10 38頁

ア．子どもが健やかに生まれ育つ環
境づくり
全国的な人口減少の流れの中で沖
縄は出生率が高く、子どもが多い。
「子どもの多さこそ宝」との認識を踏
まえ、保育所の増設による待機児童
の解消により「子育てしやすい沖縄」
を県内外に発信していただきたい。

部会意見として取り上げない。 諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

山内　良章
青少年・児
童家庭課

11 38頁

 ア．子どもが健やかに生まれ育つ
環境づくり
子ども・若者の育成支援に関連し
て、中学校等へのスクールサポー
ターの配置が述べられているが、子
どもの不登校や引きこもりへの対応
にあたっては、家庭そのものへのア
プローチが必要となることが想定さ
れる。社会福祉の専門的援助技術
を身につけたスクールソーシャル
ワーカーの配置を加えるべきと考え
る。

事務局からの申し出のとおり、
「スクールソーシャルワーカー」
の文言追加について関係部局と
調整し修正文案を検討してもら
う。

ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとお
り修正したい。
　38頁下から5行目の前に以下の文
章を挿入する。
　「さらに、学校等に対し、教育と福
祉の両面に関わるスクールソーシャ
ルワーカー等を配置し幼児児童生
徒をとりまく家庭環境等の改善を図
ります。」

ー

山内　良章 教育庁
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（３） 健康福祉セーフティネットの充実

12
39頁
14行

介護人材の養成・確保と離職防止
対策及び質の向上に取り組みます。

38頁5行目の「保育士の離職防止対
策」と同様に、介護従事者の離職防
止についても政策的な取組が必要と
考える。

事務局からの申し出のとおり、
修正文案を検討してもらう。

ご意見の趣旨を踏まえ、39頁14行以
下のとおり修正したい。
「介護人材の養成・確保・離職防止
と資質の向上に取り組みます。」

№８と文言の統一を図る。

山内　良章
高齢者福祉
介護課

13

39頁
28～29
行

高齢者の権利擁護を推進するほ
か、認知症に関する正しい理解を促
進するとともに、それをサポートする
人材(サポーター)の育成を図りま
す。

住み慣れた地域で生活するために
は、近隣の住民の協力が必要です。
そのためにも、安心・安全を構築す
る地域住民サポーターの育成が必
要かと思います。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

崎山　朝康
高齢者福祉
介護課

14 40頁

ウ県民ﾆｰｽﾞの項目
①医療体制の整備や医師・看護師
の育成及び確保に取り組む
②医師・看護師等の確保と資質向
上・・・
③資格取得を図ると共に女性医師
等が・・・
④専門性の看護師を養成・・・支援、
就学資金による学生支援、離職防
止対策・・
医師・看護師等ではなく医療関係者
の文言では如何でしょうか

医師・看護師のみが医療体制を構
築しているわけでなく、多くの医療団
体が係わっている。高齢化社会・心
身障害者・脳梗塞等による麻痺によ
る摂食嚥下障害や咀嚼機能障害に
よる機能回復に向けて歯科治療及
び専門的口腔ケアや口腔リハビリが
必要不可欠である。医師看護師だけ
が専門的な資質向上とするのでは
なく、医療関係者とし幅広い育成や
資質向上が必要と考える。

「等」の中に含まれているという
ことで、諮問案のとおりとする。

諮問案どおりとしたい。 「等」の中に、医師・看護師以外の他
の医療従事者も含まれおり、「医師・
看護師等」で整理したいと考えてお
ります。

比嘉　良喬 医務課

15
40頁
49頁

40頁に障害者への支援に関する記
述があるが、
49頁の【施策展開】「県民の社会参
加活動の促進については～」の項
目等に
障害者の社会参加活動の促進につ
いて、記述の追加が必要。

障がい者が健常者と共に、舞台芸
術等の文化活動や、バスケ等のス
ポーツ活動、ボランティア活動等に
参加するための取り組みについての
記述が弱いのではないか。

委員意見の主旨を踏まえて、事
務局で文言を検討する。

40頁14行目から16行目までを次の
ように修正したい。
「　また、社会参加の促進について
は、スポーツや文化的活動に積極
的に参加できるような環境づくりに
取り組みます。あわせて、視聴覚障
害者の社会参加を支援するため、
視聴覚障害者情報提供施設の整備
やコミュニケーションを支援する人
材の養成などを行い、情報のバリア
フリー化を推進します。」

　委員意見を受け、障害者の社会参
加を促進する取組みについて追加
記述する。

大崎正和
障害保健福
祉課
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16
41頁
15行

また、ともに支え合う地域社会の形
成については、高齢者等の孤立化
を防ぐため、各種福祉活動や福祉
サービスの利便性の向上を図るとと
もに、民生委員等の福祉施策に関
する総合的な評価や査定能力を身
につけた地域づくり活動の核となる
人材の確保及び育成等を計画的に
進めるため、地域福祉支援計画を
策定し、市町村とともに地域福祉の
総合的な推進を図ります。

・民生委員児童委員は住民主体の
地域福祉活動を推進する上で中核
的な役割を担うボランティアであり、
都市部を中心に欠員が常態化して
いる民生委員児童委員の確保及び
養成について計画的な取組が必要
と考える。
・本県では社会福祉法第１０８条に
定める「都道府県地域福祉支援計
画」が未策定となっていることから、
基本計画（案）において「地域福祉支
援計画」の策定を明確に位置付け、
沖縄における地域福祉の総合的な
ビジョンづくりを進める必要があると
考える。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 　民生委員については、49頁18～23
行において具体的に記述あり。更
に、41頁17行「各種福祉活動」にお
いても読み込み可能。
　地域福祉支援計画については、今
後基本計画の趣旨を踏まえ、地域
福祉推進の個別計画として策定して
いくことから、同頁への追記は不要。 山内　良章

福祉・援護
課

17
42頁
7行

また、感染症対策については、市町
村、学校、福祉施設、医療機関と連
携し麻疹や高病原性の新型インフ
ルエンザ等の情報共有化システム
などの対策を図るとともに、・・・

麻疹の予防接種率が低い為
また、国立感染症センターの早期探
知システムによる予防対策は有効で
は

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

金城　努 健康増進課

18
42頁
12行

あわせて、自殺対策については、自
殺の事前予防や精神疾患などの自
殺念慮を有するハイリスク者への危
機対応に加え、10代の若者から働き
世代、高齢者世代まで各ライフス
テージに応じた対策を講じる。また、
未遂者や遺族への事後対応まで、
行政をはじめ・・・・

自殺の発生率は各年代を問わず高
い傾向があるが、10代をはじめ若者
自殺対策を強調したい。
しかしながら全体バランスからを前
述のような記述にした。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

比嘉　昌哉
障害保健福
祉課

19

基本プ
ロジェ
クト36
及び62

基本プロジェクト36⑦
基本プロジェクト62②
医学臨床研修事業で、離島医師の
確保や医療水準の向上のため、医
師臨床研修は“県立病院で”となっ
ています。“県立病院を中心に”との
表現が妥当と思われます。

医師臨床研修は県立病院だけで実
施しているわけではないので。

委員意見の主旨を踏まえて、事
務局で文言を検討する。

委員意見を踏まえ、基本プロジェクト
36の事業⑦、基本プロジェクト62の
事業②に記載している医学臨床研
修事業の説明文について「・・・県立
病院で医師臨床研修・・」を「県立病
院等で医師臨床研修・・」に修正した
い。

委員意見の趣旨を踏まえて、「等」を
追加し、県立病院以外の病院も含ん
だ記述とします。

小渡　敬 医務課
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20
8頁
11行

「第２に、沖縄の独特の風土や伝統
的食文化等に支えられた・・・」

現在の食文化は、長寿には繋がら
ないので、独特に加えて、食文化の
前に伝統的と加えた方が良いと思わ
れます。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

小渡　敬 健康増進課

21
15頁
8行

「沖縄の健康長寿を支える独特の風
土や伝統的食文化、ユイマール
や・・・」

現在の食文化は、長寿には繋がら
ないので、独特に加えて、食文化の
前に伝統的と加えた方が良いと思わ
れます。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 部会審議結果のとおり。

小渡　敬 健康増進課

22
16頁
～17頁

医療や健康関連はソフト面で観光面
でのみ取り上げられており、医療とＩ
Ｔや情報産業との結び付けがないの
で、それらも結びつけてもらう必要が
あると、思います。（結局、医療ツー
リズムだけ・・・のイメージです）
とくに、離島におけるＩＴや情報産業
と関連した取り組みが、新しい産業
のシーズとなりうるという、考えを取
り入れる必要があります。

医療とＩＴや情報産業とを結びつ
ける文言を追加する。
文案は事務局が作成。

諮問案どおりとしたい。 医療分野とＩＴ分野の連携や、離島に
おいて情報通信技術を様々な分野
で利活用していくことは大変重要と
認識しております。
そのため、基本計画（案）第３章３
（３）情報通信関連産業の高度化・多
様化の「イ　県内立地企業の高度
化・多様化」（Ｐ５９）の最後の段落に
おいて、「情報通信関連産業と他産
業との連携強化について・・（略）・・
医療、福祉、教育、防犯・防災等の
分野における情報通信技術の積極
的な活用を促進するなど、新たな
ソーシャルサービスの創出を促進し
ます。」と記述しています。
また、第３章３（11）離島における定
住条件の整備の【生活環境基盤】（Ｐ
８３）の項目では、「医療、福祉、教
育、防犯・防災等の分野における情
報通信技術の活用促進を図ります」
と記載しており、委員意見の趣旨は
これらに包含されていると考えてい
ます。

小渡　敬 企画部

－　6　－



第６回　部会資料１

福祉保健部会における主な意見の整理

No.
修正
箇所

委員意見(修正文案) 理由等 審議結果 事務局意見（修正文案等） 理由等 委員氏名 関係部署名

23 19頁

（８）将来像実現の原動力となる人づ
くり
初等教育と医療介護要員に偏りす
ぎで、高等教育や先進的な科学技
術、グローバルに通用する経済を担
う人材の育成について、触れられて
いません。これでは、２１世紀ビジョ
ンを継続的に実現することはできま
せん。

事務局からの申し出のとおり、
修正文案を検討してもらう。

ご指摘の趣旨を踏まえ、19頁2行目
以下を次のとおり修正したい。
「資源に乏しい沖縄の最大の強みは
豊富な若い人材であり、沖縄２１世
紀ビジョン実現への原動力となる人
材の育成・確保に向けた戦略的な施
策を展開します。
  　未来の沖縄を担う子どもたちに対
しては、学力の向上や能力等を引き
出す学校教育の一層の充実、沖縄
全域における公平な学習機会の確
保、海外留学制度の拡充、高等教
育の推進等を図り、幅広い知識や教
養、道徳心及び国際性を持った個性
豊かな人材を育成します。」

　なお、産業人材の育成について
は、以下の文章に趣旨が盛り込まれ
ているものと考えております。
「豊かさと活気ある沖縄を支える人
材については、我が国及びアジア・
太平洋地域とともに成長する経済の
構築を目指し、中国など成長を続け
るアジアの経済活力を取り込み、県
外・海外など様々な地域とのネット
ワークを開拓し、時代変化や社会
ニーズを的確に捉え、沖縄の比較優
位を生かした新たな価値を創造する
産業人材の育成を産学官の連携の
もと推進します。」

小渡　敬 企画部

24
53頁
12行

ウ　陸上交通基盤の整備
・・・沖縄都市モノレールについて
は、環状線を整備と沖縄自動車道
（西原入口）への延長整備等を推進
するとともに、大規模パークアイラン
ド駐車場の整備等による利用促進を
図ります。

ここでは大型駐車場を整備し渋滞緩
和策として検討されているようにうか
がえる、そこで健康の自立（歩いて
日常生活する環境）を行う為には車
より便利な鉄道環境が必要である。
また、なぜ西原入口までと明記する
するのか分からないが延長の可能
性を残してほしい

基盤整備部会の議論に委ねる。 諮問案どおりとしたい。 この項目については、「鉄軌道を含
む新たな公共交通システム」に含ま
れております。
(基盤整備部会における審議結果)

金城　努 土木建築部

25
63頁
4行

ア　研究開発・交流の基盤づくり
共同研究を支援、産学連携を支援と
いう形での記述はありますが、全体
として、大学病院は別にして、高等
教育・研究機関として、産業および
経済を担う人材育成機関としての琉
球大学への期待が希薄です。
ｐ105－106についても、観光以外の
人材育成はセミナーや交流会、産業
界での育成などで行うのみとなって
います。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

小渡　敬
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26
66頁
12～14
行

健康サービス産業については、観光
業界や医療関係団体を含めた産学
官医の連携による健康増進サービ
スを創出し、健康・医療ツーリズムへ
の展開を促進する･･･
医療ツーリズムに対する沖縄県医
師会の立場
①外国人観光客に対する発病・急
変時の対応
②外国人医療従事者の研修・教育
支援
③外国人の人間ドック（自由診療と
して）
　上の３点を容認すると共に、医療
法を遵守し皆保険を堅持することを
原則とする。

医療法を遵守し皆保険を堅持す
る旨の趣旨を生かした文言を追
加し、部会意見として提案してい
く。

審議会意見を踏まえ、下記のとおり
修正したい。
66頁12～14行「健康サービス産業に
ついては、県民への医療を守る皆
保険制度を堅持することを基本とし
て、観光業界や医療関係団体を含
めた産官学医の連携による健康増
進サービスを創出し、健康・医療
ツーリズムへの展開を促進するとと
もに、エステティック･スパのブランド
化を促進します。」

審議結果を反映します。

稲田　隆司 医務課

27
67頁
29行

エ　金融関連産業の集積促進の後
に挿入
「オ　アジアの先端医療拠点
西洋と東洋の複合医療を沖縄で展
開し、世界先端の高度医療の提供
地として、沖縄にアジアの先端医療
センターを設置する。
（留意点）
基本プロジェクトとの健康医療イノ
ベーションとの名称の統一が必要と
なる」

日本の安全、安心で高度な医療
サービスと観光、保養を組み合わせ
により、地元への提供と国内外の観
光客の誘致を図る。
基本プロジェクト（ｐ．１９）に健康医
療イノベーションがある

実現が困難であることから、部
会意見として取り上げない。（諮
問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 　審議結果を反映します。

富川　盛武 医務課

28
100頁
21行

ア　確かな学力を身につける教育の
推進
　・・・さらに、教職員は地理的、経済
的、家庭的要因等によって全ての児
童生徒の基礎学力が学校教育の中
で保障する為に教職員研修の充実
を図り、コミュニケーション力、指導
力・授業力の向上を図ります。

教職員の義務教育におけるあり方
が示されていなかった為

「家庭的要因等によって」を「家
庭的要因等によらず」に改めて、
修正文案のとおり部会意見とし
て提案していく。

諮問案どおりとしたい。 　ご意見の趣旨については、「教育
機会の保障」は99頁「ア教育機会の
拡充」に、「基礎学力の保障」は100
頁「ア確かな学力を身につける教育
の推進」に盛り込まれていると考え
ております。

金城　努 教育庁

－　8　－



第６回　部会資料１

福祉保健部会における主な意見の整理

No.
修正
箇所

委員意見(修正文案) 理由等 審議結果 事務局意見（修正文案等） 理由等 委員氏名 関係部署名

29
100頁
最下行

また、幼児児童生徒への総合的な
支援については、保護者・家庭との
連携が必須なことから各学校にス
クールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー及び・・・

・子どもへの支援は心のケアのみで
は限界があるため。
・子どもが幼ければ幼いほど、保護
者への支援が重要である。現場では
子ども支援＝保護者・家庭支援であ
り、保護者・家庭との連携は避けて
は通れないため、前述のように文言
を追加した。

修正文案のとおり部会意見とし
て提案していく。

諮問案どおりとしたい。 　ご指摘の「総合的な支援」と「保護
者・家庭との連携」については、100
頁最後の行から「関係機関と連携し
つつ・・・問題等の解決に努めま
す。」の記述にその趣旨が盛り込ま
れていると考えております。

比嘉　昌哉 教育庁

30
101頁
9行

幼児教育については、・・・
・・・また、幼児期の遊びを通した学
びやどのような体験を重ねてきたか
を理解し、それを活かしながら小学
校教育へつなぐために、保育士・幼
稚園教諭・小学校教諭等・・・

子どもの学びや発達は連続性であり
移行するものではないと理解する為

修正文案のとおり部会意見とし
て提案していく。

ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとお
り修正したい。
　101頁10行目「また、幼児期の教
育から児童期の教育への取り組み
を円滑に行うため、保育士・幼稚園
教諭・小学校教諭等との合同研修会
を実施するなど、～」

ー

金城　努 教育庁

31
101頁
26行

さらに、教職員が児童生徒に向き合
う時間を確保するため、学校運営の
見直し（行事の進め方や土曜日、夏
休み等）や情報通信技術の導入等
による校務の効率化に努めます。

日々のゆとり時間が必要である。
教職員や特に児童生徒にも集中す
る時間に限界があり、さらに授業実
数増となりIT化だけでは時間の確保
には限界がある。また、放課後の遊
び時間は精神的、体力的効果的

修正文案のとおり部会意見とし
て提案していく。

ご意見の趣旨を踏まえ、以下のとお
り修正したい。
101頁26行目　「学校行事等の見直
しや情報通信技術の導入等による
校務の効率化に努めます。」

ー

金城　努 教育庁

32
107頁
6行

「このため、医師の育成について
は、海外研修派遣や臨床研修プロ
グラムの実施など、高度な医療技術
の習得を推進します。」
医師の育成の、最初が“海外研修派
遣”であるのは、現在の日本の医療
水準を考えるとさびしい表現です。

海外→国内外
という主旨を踏まえて修正文案
を検討してもらう。

委員意見を反映して、107頁6行目
「・・・海外研修派遣や臨床研修プロ
グラムの実施など」を「・・・国内外へ
の研修派遣や臨床研修の充実を図
るなど」に修正したい。

委員意見及び審議結果を反映しま
す。

小渡　敬 医務課
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33
112頁
8行目

第3に、規模の経済がはたらき難い
ことなどから、病院、介護施設、高校
などが設置されていない離島も数多
く存在し、医療、福祉、教育などの基
礎的生活条件の充足の面で課題を
抱えています。特に、小規模離島は
厳しい環境下にあり、条件不利性の
克服の必要性はより切実です。

基礎的生活条件としての離島医療
の向上が離島での生活者やその島
を訪れる観光客に安心安全を提供
すること、すなわち観光産業の発展
にも寄与するという視点での記述が
欲しい。そして本県の離島医療の中
心としての離島医療診療所の支援
策を含めた機能強化に焦点を絞った
記述があっても良いと思う。
P84の【医療・福祉】に記載するべき
か
また、同じ離島診療所でも町村立の
診療（5ヶ所）はヘリコプター急患搬
送や患者受け入れ等での連携はあ
るものの、県立病院の付属診療所
（16ヶ所）と合同の診療所会が
ないので、離島診療所の声を漏れな
く集める全離島診療所会議の開催
が望まれる。

事務局からの申し出のとおり、
修正文案を検討してもらう。

112頁は概況となっていることから、
原文のとおりとし、委員意見を反映
するため、84頁23行「離島医療サー
ビスの確保については、ドクターヘリ
事業及び添乗医師等確保事業の強
化等による救急医療体制の充
実・・・」を「医療サービスの確保につ
いては、医師確保等医療提供体制
の整備やドクターヘリ事業及び添乗
医師等確保事業の強化等による急
患空輸体制の充実・・・」に修正した
い。
　また、診療所会議の実施について
は、「医療提供体制の整備」の中で
の取り組みとして位置づけられると
考えております。

委員意見の趣旨を反映して、小規模
離島の医師確保及び医療提供体制
の整備について追加記述します。

崎原　永作
医務課

病院事業局

34
148頁
5行目

さらに、本圏域の拠点都市である石
垣市において医療～（具体的に加文
できないか。）
福祉～（具体的に加文できないか。）
教育等施設の充実を図るとともに、
周辺離島との交通利便性の向上に
努めます。

医療の問題では、医師の確保状況
は依然として整っていない。そういっ
た点を具体的に・・・（八重山病院は
産婦人科医師減少のため来年度か
ら石垣市内でのお産に対応できない
恐れもあるという）福祉にしても同じ
く。

部会意見として取り上げない。
（諮問案のとおりとする。）

諮問案どおりとしたい。 151頁（イ）「保健医療・福祉関連機
能の充実」の項目において、具体的
な記述をしております。

崎枝　百合香

高齢者福祉
介護課

医務課

35
151頁
19行

さらに、老朽化している県立八重山
病院の新築並びに

「新築」の文言追加を部会意見と
して提案していく。

諮問案どおりとしたい。 　八重山病院については、平成22年
度に耐震化等改修工事を実施し、地
震に対する安全性の確保や施設の
修繕を行ったところである。
  病院事業局としては、今後とも、計
画的な点検・修繕の実施により八重
山病院の医療機能の維持に努める
とともに、建替え（新築）に向けて
は、病院の経営改善に努めつつ、将
来の病院のあり方や救急医療にお
ける地元市町村との連携、役割分担
等について検討する必要があると考
えている。
　このような考え方を踏まえ、沖縄２
１世紀ビジョン基本計画（仮称）(案)
において、「県立八重山病院の施
設･整備等を図る。」としたところであ
る。

真栄田　義世 病院事業局

－　10　－
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36

基本プ
ロジェ
クト７
沖縄観
光ブラ
ンド構
築プロ
ジェクト

⑤医療ツーリズムの推進
検診・リハビリ、先端医療など・・・
検診→健診と思われます。
他にもあります。がん検診の意味か
も知れませんが。

「検診」と「健診」では意味が違う。 事務局において、文言の統一を
図ってもらう。

ご意見の趣旨を反映し、次のとおり
修正したい。

「検診・健診、リハビリ、先端医療な
ど・」・

　ご意見の通り、がん等特定の病気
の早期発見、早期治療を目的とする
「検診」と、健康であるかを確認する
「健診（健康診断）」は意味が異な
る。
　医療ツーリズムは、検診サービス
と健診サービスの両方を想定してい
るため、「健診」を追加する。

小渡　敬
文化観光ス
ポーツ部

－　11　－


